
『新着本 』

新刊の資料だけでなく、寄贈資料や既存の資料も含まれています。館内の『新着本コーナー』をご覧ください。

書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名

中学生から知りたいウクライナのこと 小山　哲

公立図書館における読書バリアフリーに
関する実態調査報告書

偉人メシ伝
「天才」は何を食べて「成功」したのか？

真山　知幸

読書会という幸福 向井　和美
Woman’s　Style　100
世界の女性偉人たち

チコちゃんの素朴なギモン365
答えられないと叱られる！？

そっか、日本と韓国って、そういう国だったのか。
京都生まれの和風韓国人が40年間、徹底比較したから書けた！

ムーギー・キム

人はどこまで合理的か 上
スティーブン
・ピンカー

沖縄という窓　クロニクル2008-2022 山城　紀子

人はどこまで合理的か 下
スティーブン
・ピンカー

死刑について 平野　啓一郎

女性の覚悟 坂東　眞理子
今日から使える企業のSNS危機管理マニュアル
炎上しても大丈夫！

小木曽　健

外為白書　2021

日本はこうしてつくられた
鎌倉殿と北条一族歴史は辺境から始まる

2 安部　龍太郎 ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン

東アジアと日本 吉村　武彦編 “負動産”にしないための実家の終活 小島　一茂

筑紫と南島 吉村　武彦編
モラハラ夫の精神的支配から抜け出す方法
7つのワークで「自分らしさ」を取り戻す

福山　れい

≪３/　社会科学≫行政・法律・福祉・教育・民俗 等

≪１/　哲学・宗教≫思想・心理 等

≪２/　歴史・地理≫伝記・紀行 等

≪０/　総記≫情報科学・ジャーナリズム 等

町立上市図書館 新着本リスト

７月に、図書館で受け入れした主な本です。

ぜひ、読んでみてください。
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絵本のよみきかせの会 読書会

雑誌セール



書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名

「家族介護」のきほん
経験者の声に学ぶ、介護の「困り事」「不安」への対処法

介護者サポートネット
ワークセンター・アラジン

疲れない山歩きの技術
自分に合う歩き方探し徹底サポートBOOK

ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！②
オソロシ山のながれ星

富安　陽子

わたし生活保護を受けられますか 三木　ひとみ 立身いたしたく候 上 梶　よう子 たまごのはなし しおたに　まみこ

アイヌ民族：歴史と現在　中学生用 あいまい・ぼんやり語辞典 森山　卓郎編 立身いたしたく候 下 梶　よう子 ワニのガルド おーなり　由子

アイヌ民族：歴史と現在　教師用指導書

日本の絶滅危惧知識
百年先まで保護していきたい

吉川　さやか 「私」という男の生涯 石原　愼太郎 富山県図書館研究集録　第５３号
貸出
不可

生命倫理のレッスン
人体改造はどこまで許されるのか？

小林　亜津子

私と街たち〈ほぼ自伝〉 吉本　ばなな 富山県［立山博物館］年報　第３１号　２０２２年
貸出
不可

世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑 三体X　観想之宙 宝樹 富山史壇　第198号 ドーナツペンタくん 柴田　ケイコ

土砂災害の疑問55
日本応用地質学会
災害地質研究部会編

会計検査院　令和４年版
ゆかいなえいごとかずのだいずかん
さがして！かぞえて！123

アラン・サンダース

怪虫ざんまい
昆虫学者は今日も挙動不審

小松　貴 爆弾 呉　勝浩 富山県教育振興基本計画　第３期
貸出
不可

バスが来ましたよ 由美村　嬉々文

泌尿器科医ママが伝えたいおちんちんの教科書
0才からの正しいお手入れと性の話

岡田　百合香 百年厨房 村崎　なぎこ 尾山の七夕流し・中陣のニブ流し調査報告書 かきごおり 石津　ちひろ

民間療法は本当に「効く」のか
補完代替療法に惑わされないためのヘルスリテラシー

大野　智 レーテーの大河 斉藤　詠一 よみがえた美しい水と豊かな大地

いくつになっても「骨」は育つ！ 今泉　久美 雨滴は続く 西村　賢太 立山カルデラ砂防博物館年報　第２３号
貸出
不可

大コメ騒動

ウルトラ図解乾癬
正しい治療でQOLを高め、いきいきとした生活を

風を彩る怪物 逸木　裕
地域日本語教育の総合的な体制づくり
推進事業事例報告書　令和2年度

竜とそばかすの姫

子どもの目を守る本 ナゾトキ・ジパング 青柳　碧人 ≪J /　こども・調べる本≫ サイバー犯罪のリアル

予感〈ある日、どこかのだれかから電話が〉 清水　杜氏彦
モノのなまえ事典
まだまだあった！！アレにもコレにも！

杉村　喜光文 ふるさとに生きる⑧　農の水脈、滾々と

紙もの
集めて、使って、愛して12人の楽しみ方×かわいい紙もの120×基礎知識

暮らしの図鑑
編集部編

臼月トウコは援護りたい そえだ　信 キャラ絵で学ぶ！織田信長図鑑 千羽　ひとみ文

もっと広がるインクの楽しみ方100tips
色をつなぐ手書きで綴る

KADOKAWA
ライフスタイル編集部編

鷹の系譜 堂場　瞬一 法律がわかる！桃太郎こども裁判 岩貞　るみこ文

ごみを出さない気持ちのいい暮らし
楽しく続けるためのマイルール

高砂　雅美ほか N／A 年森　瑛 実例でわかる！自由研究の選び方＆まとめ方 1・2・3年生
子ども学力向上
研究会

家庭科3だった私が家でも外でも
100％手作り服でコーディネイトしています。

津田　蘭子 オリーブの実るころ 中島　京子 実例でわかる！自由研究の選び方＆まとめ方 4・5・6年生
子ども学力向上
研究会

楽しくはたらく手作りエプロン ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川　佐和子 アイヌ民族：歴史と現在　小学生用

圧力鍋で作る印度カリー子のスパイスカレー教室
素材のうま味をぎゅっと凝縮

印度カリー子 わたしたち 落合　恵子 親子で作れる！摩訶不思議なサイエンススイーツ 太田　さちか

らくらくお米パン
5分でできるかんたんパンレシピ

野崎　ゆみこ ＃真相をお話しします 結城　真一郎 のぞく図鑑穴 宮田　珠己

鯉姫婚姻譚 藍銅　ツバメ
ほんとうは“よわい恐竜”じてん
それでも、けんめいに生きた古生物

土屋　健

豊かな暮らしと“小さな農業”
安心・安全な食料を小規模で生産する人たち

望月　健編 ラブカは静かに弓を持つ 安壇　美緒
すごいゴミのはなし
ゴミ清掃員、10年間やってみた。

滝沢　秀一文

農業者になるには 大浦　佳代 凍る草原に鐘は鳴る 天城　光琴 食品トレーのひみつ

農家が教える酢とことん活用読本
病害虫・長雨干ばつ・雑草に

農文協編 掬えば手には 瀬尾　まいこ
子どものハンドメイドレッスンBOOK
作って楽しい！プレゼントにも！

スーパーで買った野菜・果物で家庭菜園
YouTubeでわかる！

のりんご 星屑 村山　由佳 牛の教え　ひたむきに生きる

「クワカブの部屋」
公式世界のカブトムシ・クワガタ飼い方＆原色図鑑

三森　大輔 道 白石　一文 豚・鶏の教え　たくましく育つ

爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤　究 どの本よりわかりやすい！おもしろしかけの貯金箱 寺西　恵里子

日本でしか観られない世界の名画 岡部　昌幸

ウルトラQからシン・ウルトラマンまで
ULTRAMAN　HISTORICA

講談社編
漱石の白百合、三島の松
近代文学植物誌

塚谷　裕一 トラからぬすんだ物語 テェ・ケラー

≪４/　自然科学・医学≫数学・物理・生物 等

≪５/　技術・家政学≫建築・電気・金属 等

≪８/　言語≫日本語・外国語 等

≪９/　文学≫詩歌・エッセイ・全集・外国文学 等

≪F /　日本文学》小説　

≪L /　大活字本≫

≪D /　DVD≫

≪Ｙ/　中・高校生用≫

≪E /　えほん≫

≪T /　郷土資料≫

≪６/　産業≫園芸・畜産・ 観光 等

≪７/　芸術・スポーツ≫美術・音楽・娯楽 等

≪B /　文庫本≫ ≪J9､JF/　こども・外国、日本の物語≫　

雑誌セール


